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はじめに
　五輪イヤーの今年は、８月から９月にか
けてリオデジャネイロでオリンピック・パ
ラリンピックが開催されます。そこで、今
回は、オリンピック憲章の、ある規定に焦
点を当て、五輪ブランドの保護の必要性と
アスリートの競技環境について検討してみ
たいと思います。
　焦点を当てるオリンピック憲章の規定と
は、“Rule40（ルール・フォーティ）”と
呼ばれる規定です。日本では、この規定の
是非について議論されることが少ないです
が、欧米のアスリートは大きな関心を持っ
ていて、その是非についてよく話題にして
います。海外メディアもよく取り上げます
が、日本ではほとんど取り上げられません。
この規定は、日本のアスリートやアスリー
トを支援する企業にとっては決して無視で
きない内容です。そこで、この機会に本稿
で取り上げたいと思います。

Rule40とは
（１）“Rule40”と呼ばれている規定は、「オ
リンピック憲章」の規則 40 における付属
細則（Bye-law to Rule 40）として定め
られている第 3 項の規定を指します。
　「オリンピック憲章」とは、国際オリン
ピック委員会（IOC）によって採択された
オリンピズムの根本原則、規則、付属細則
を成文化したものです。オリンピック・ムー
ブメントの組織、活動、運用の基準であり、
かつオリンピック競技大会の開催の条件を
定めています 1。
　2015年8月2日に採択されたオリンピッ
ク憲章の最新版 2は、全 61 の規則から構

成されており、それぞれの規則には必要に
応じて、規則を補足する形で付属細則

（By-law）が定められています。

（２）オリンピック憲章の規則 40 は、オ
リンピック競技大会への参加資格について
定めた規定で、以下のとおり規定されてい
ます。
　“To participate in the Olympic 
Games, a competitor, team official or 
other team personnel must respect 
and comply with the Olympic Charter 
and World Anti-Doping Code, including 
the  cond i t i ons  o f  par t i c ipa t i on 
established by the IOC, as well as with 
the ru les of  the re levant IF as 
approved  by  the  IOC ,  and  the 
competitor, team official or other team 
personnel must be entered by his 
NOC.”

（和訳：「競技者、チーム役員、その他のチー
ムスタッフはオリンピック競技大会に参加
するため、IOC の定めた参加条件を含め、
オリンピック憲章および世界アンチ・ドー
ピング規程を遵守しなければならず、IOC 
の承認する関係 IF の規則を遵守しなけれ
ばならない。さらに競技者、チーム役員、
その他のチームスタッフは所属 NOC に
より参加登録申請されるものとする。」）
　そして、この参加資格に関する規定を補
足する形で、その付属細則（Bye-law to 
Rule 40）の第 3 項は、以下のとおり規定
されています。
　“Except as permitted by the IOC 
Executive Board, no competitor, team 

official or other team personnel who 
participates in the Olympic Games 
may allow his person, name, picture or 
sports performances to be used for 
advertis ing purposes during the 
Olympic Games.”

（和訳：「IOC 理事会が許可した場合を除
き、オリンピック競技大会に参加する競技
者、チーム役員、その他のチームスタッフ
はオリンピック競技大会開催期間中、自身
の身体、名前、写真、あるいは競技パフォー
マンスが宣伝目的で利用されることを許可
してはならない。」）

（３）この規定が何を意味するかというと、
つまり、アスリート等（競技者、チーム役
員、その他のチームスタッフ。以下「アス
リート」と言います）は、オリンピック競
技大会期間中、自己のスポンサーが行う広
告活動に協力できないのは勿論、自己の写
真や自己のパフォーマンス等を宣伝目的
で、SNS やブログに掲載したりすること
も原則として許されないということです。
　この規定の趣旨は、元々、2 つあると言
われています。
　1 つ目は、アスリートがオリンピックを
商業的に利用することを防ぎ、オリンピッ
クにおけるアマチュアリズムの精神を尊重
すること、2 つ目は、オリンピックブラン
ドに関する知的財産権等の行使が認められ
ている IOC、NOC 3または大会組織委員
会の公式スポンサー（以下「公式スポン
サー」と言います）の排他的な権利を保護
し、公式スポンサー以外の第三者（以下「非
公式スポンサー」と言います）によるアン
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ブッシュ・マーケティング（後述）を防ぐ
こと、です。
　この 2 つの趣旨のうち、1 つ目の「オリ
ンピックにおけるアマチュアリズムの精神
の尊重」という理念は、1974 年にオリン
ピック憲章からアマチュア規定が削除さ
れ、1984 年のロスアンゼルスオリンピッ
ク以降、五輪が商業化し、その後プロ選手
の参加も容認されるに至って、すでに崩壊
していると言えます。
　このような現状において、Rule40 は、
上記 2 つ目の趣旨である「オリンピック公
式スポンサーの権利保護」のための規定と
言えます。
　このように、Rule40 は、オリンピック
大会における広告宣伝方法について定めた
Rule50 と共に、オリンピック憲章の中で
アンブッシュ・マーケティングを防ぐ機能
を担っています。　

アンブッシュ・マーケティング
　Rule40 が防ごうとしているアンブッ
シュ・マーケティング（Ambush Market-
ing）について、簡単に説明します。
　アンブッシュ・マーケティングとは、あ
るイベントの公式スポンサーではない企業
が、あたかも当該イベントの公式スポン
サーであるかのような印象を消費者に与え
るために行うマーケティング手法、のこと
を言います 4。
　最初に注目されたアンブッシュ・マーケ
ティングの例として、1984 年のロスアン
ゼルス大会において、公式スポンサーでは
なかった米国のイーストマン・コダック社
が行ったマーケティング活動が挙げられま
す。同大会のフィルム部門における公式ス
ポンサーは日本の富士フィルム社でした
が、コダック社は、テレビ放映におけるオ
リンピック関連番組の買い占めを行いまし
た。これにより、コダック社は多数のテレ
ビ視聴者に対し、コダック社が同大会の公
式スポンサーであると錯覚させました。
　最近では、2012 年のロンドン大会にお
いて、同大会の公式スポンサーではな

かったナイキ社が行った“Find your 
greatness”という広告活動が注目されま
した。同大会の同部門の公式スポンサーは
アディダス社でしたが、ナイキ社は、大会
開催地のロンドンではない、「ロンドン」
という地名や名称（米国オハイオ州のロン
ドンやナイジェリアのロンドン等）を映し
出していく形の画像を CM で流し、視聴
者にナイキ社とロンドン大会との結びつき
を印象づけました。
　アンブッシュ・マーケティングについて
は、ナイロビ条約 5 やイベント開催地の既
存の法律の規制を受けるほか、オリンピッ
ク開催国は時限立法を制定し、自国の既存
の法律によっては捕捉できない行為をも規
制します。
　アンブッシュ・マーケティングの類型に
ついては、いろいろ議論がなされていると
ころでありますが、足立勝著『アンブッ
シュ・マーケティング規制法』（創耕舎） 6

では、以下の 4 つのタイプに分類されて論
じられており、わかりやすいです。

A.  イベントのスポンサーである旨の虚偽
の表示をする行為

B. イベント関連の標章（イベント及びそ
の関連行事で使用される標章）と同一・
類似のマークを使用する行為

C. イベント関連の標章と同一・類似の
マークは使用しないが、イベントと関
連があるかのような表示をする行為

D.  イベント関連の標章と同一・類似の
マークは使用しないが、イベント開催
会場・競技場やその付近で、広告物の
掲出や販売活動を行う行為

　そして、これら 4 つのタイプのうち、
Rule40 が主に規制の対象とするのは、C
の行為であると言えます。
　すなわち、Rule40 は、オリンピック競
技大会開催期間中、大会に参加するアス
リートのスポンサーが、そのアスリートの
氏名や写真等を宣伝目的で利用することに
よって、当該スポンサーがオリンピックの

非公式スポンサーであるにもかかわらず、
あたかもオリンピックと関連があるかのよ
うな表示をすることを防ごうとしているの
です。

アスリートの競技活動への影響
　しかし、この Rule40 に関しては、特に
アスリートから、多くの批判があるところ
です。
　すなわち、同規定によって、アスリート
自身のスポンサー獲得が困難になり、アス
リートが競技活動を続けていくために必要
な資金の確保ができなくなってしまう、と
いう批判です。
　オリンピック憲章のスタンスとしては、
アスリートが一定の制約を受けるとしても
それはオリンピック競技大会期間中

（“during the Olympic Games”）という
4 年に 1 度のわずか約 1 カ月弱という短期
間に過ぎないのであるから、公式スポン
サーの独占的利用権を保護しオリンピック
の価値を維持する、という目的のためには
受忍限度内である、というものと言えます。
　2016 年に開催されるリオデジャネイロ
大会の場合、Rule40 の規定が適用される

「オリンピック競技大会期間」とは、開会
式の 9 日前から閉会式の 3 日後まで、つ
まり 2016 年 7 月 27 日から 8 月 24 日まで
の期間になります 7。
　しかし、オリンピック出場を目指すアス
リートが最も輝くのは、まさにこのオリン
ピック競技大会期間中です。すなわち、
Rule40 が制限する期間は、4 年に 1 度の
わずか約１カ月間ではありますが、この期
間こそが、オリンピックに出場するアス
リートの価値が最大限に高まる期間である
と言えるのです。
　特に、オリンピック以外にメディアでの
露出の期間が乏しい、いわゆるマイナース
ポーツのアスリートにとっては、オリン
ピック競技大会期間中に自己が活躍する姿
を自己のスポンサーのために利用できなけ
れば、スポンサーとしては宣伝効果がなく、
スポンサーは資金援助をする意味を見出せ
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なくなってしまいます。
　このように、Rule40 はアスリートによ
る批判が強い規定であり、ロンドン五輪の
際には、米国の陸上界を中心に多くの選手
が、#WeDemandChange というハッシュ
タグを付してツイッター等で反対の意見を
表明するなど、Rule40 の改定を求めるキャ
ンペーンが展開されました。
　このキャンペーンの口火を切った米国女
子陸上競技のサーニャ・リチャーズ＝ロス
選手 8 は、「同僚の選手の多くはスポンサー
を付けることができず、競技を続けるため
に第 2 第 3 の仕事を掛け持ちしている。
米国のアスリートのわずか 2% だけが、オ
リンピックの公式スポンサーと契約してい
るために、オリンピック競技大会期間中も、
自己のスポンサーについてツイートでき、
他方、それ以外の非公式スポンサーと契約
している多数のアスリートがこれを許され
ないのは不公平である。」旨発言していま
す。

Rule40ガイドライン
　このようななか、2015 年 7 月にクアラ
ルンプールで開催された第 128 次 IOC 総
会において Rule40 が大幅に改定または撤
廃されるのではないかとの予測もありまし
たが、結局大幅な改定はなされませんでし
た。
　ただ、IOC が発表したリオデジャネイ
ロ大会の Rule40 ガイドライン（以下「ガ
イドライン」と言います）は、Rule40 の
適用につき、アスリートを宣伝目的で利用
する非公式スポンサーとオリンピックや
IOC 等との「商業的な関連性が直接的ま
た間接的に連想されるものではない」限り
許可されるべき 9、としています。それ以
前のソチ大会でのガイドラインでは、非公
式スポンサーによるアスリートの宣伝目的
での利用を一律に禁止し、例外的に各国の
NOC がそれぞれの事情を勘案して許可を
与えることができる旨定められていたのに
対し、リオデジャネイロ大会のガイドライ
ンは、一般に、Rule40 による制限の範囲

を狭めるものとして、アスリートの権利に
配慮がなされたものと評価されています。
　しかし、「関連性を間接的に連想させる

（indirect ly ,  the impress ion of  a 
commercial connection）ものではない」
という基準は、かなり不明確であり、各国
NOC によって恣意的な適用を許す余地が
残されていると言わざるを得ません。
　ガイドラインによれば、アスリート等の
宣伝目的の利用が、ある特定の国に限定さ
れている場合には、当該国の NOC がその
許否を決定することとされています。各国
NOC は、それぞれの許否の基準を設ける
ことができるとされており、独自の基準を
設ける場合には 2015 年 11 月 30 日までに
IOC に届け出る必要があるとされていま
す 10。
　米国オリンピック委員会（USOC）は、
2015 年 6 月 9 日、各国に先駆けてガイド
ラインを発表しました。そこでは、オリン
ピック競技大会期間中に非公式スポンサー
が契約しているアスリートを利用して宣伝
活動を行う場合には、当該宣伝活動が
2016 年 3 月 27 日 11 までにはスタートして
いるものであることを許可の条件の 1 つと
しています。これは、オリンピック競技大
会期間の相当前から宣伝活動を実施してい
たことを、「（オリンピック等との）関連性
を間接的に連想させるものではない」とい
う客観的な基準として用いるもので、アン
ブッシュ・マーケティングを防ぐという目
的とのバランスにおいて 1 つの明確の基準
を設定しているとは言えます。
　ただし、アスリートが、例えば、日頃か
らサポートしてくれている決して規模の大
きくない企業（継続的に宣伝活動を行うよ
うな予算規模のない企業）のために、オリ
ンピック競技大会期間中に感謝の気持ちを
表現するようなことはできません。このよ
うに、規制が緩和されたと評価されるリオ
デジャネイロ大会での Rule40 のガイドラ
インについてもまだまだ議論の余地はある
と言わざるを得ない状況です。

最後に
　本稿では、オリンピック憲章の Rule40
について、アンブッシュ・マーケティング
規制の必要性とアスリートに及ぼすネガ
ティヴな影響について説明しました。
  アスリートが Rule40 違反と判断される
と、オリンピック憲章違反となるので、大
会からの追放、失格、メダルの剥奪といっ
た重い制裁が科されることになります 12。
　したがって、アスリートにとっては死活
問題であると言えます。
　本稿がきっかけで、リオデジャネイロ大
会開催中のアスリートの SNS などに着目
するなど、少しでも興味を持っていただけ
れば嬉しいです 13。

基礎から学ぶ「スポーツと法」

〔注〕
 1） 公益財団法人日本オリンピック委員会（JOC）

のウェブサイトによる説明より（http://www.
joc.or.jp/olympism/charter/）

 2） 2016年2月現在
 3） NOC は、National Olympic Committee の略 で

あり、国内オリンピック委員会と訳される。日
本では公益財団法人日本オリンピック委員会

（JOC）がこれにあたります。
 4） 足立勝著「著名商標の保護について～アンブッ

シュ・マーケティング規制の検討を中心に～」
（知財ジャーナル2013、37頁）では、アンブッ
シュ・マーケティングの一般的な定義の例とし
て、仁科貞文＝田中洋＝丸岡吉人著「広告心理」

（電通・2007）271頁による「プロパティ所有
者に権利金を支払わずに、そのプロパティと
の結びつきを作ろうとする計画的活動」、を挙
げています。

 5） 1981年9月26日に採択、1982年9月25日に発
効された条約で、オリンピック・シンボル（5
つのリングのマーク）についての商業的使用
等を制限する内容です。日本は未加盟です。

 6） 同書16頁、162頁参照
 7） IOC作成“Rio 2016 Olympic Games – Rule 40 

Guidelines”参照
 8） Sanya Richards-Ross、2004 年 ア テ ネ 大 会、

2008年北京大会、2012年ロンドン大会の金メ
ダリストです。

 9） “Rio  2016 Olympic  Games –  Ru le  40 
Guidelines”、A(1) “such use clearly does not 
create, directly or indirectly, the impression of 
a commercial connection between, on the one 
hand, the company and brand and, on the 
other hand, the Olympic Games, the IOC, the 
Olympic Movement, the Organising Committee 
of the Olympic Games (“OCOG”), or the 
Participant’s National Olympic Committee 
(“NOC”) or National Olympic Team”

10） “Rio  2016 Olympic  Games –  Ru le  40 
Guidelines”E参照

11） パラリンピックの場合は2016年5月1日までと
されています。

12） オリンピック憲章規則59第2項
13） Alessandro Oliverio & Christopher M.Delp 著

“ O l y m p i c  R u l e  4 0  G u i d e l i n e s  : 
#WeDemandClarification”(World Sports Law 
Report)参照


